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In this paper, we describe a labeling algorithm for partitioned regions using a vision chip, which is useful in
real time operation. This advantage is very effective in visual recognition. We also describe an application
of the algorithm to rotation measurement.
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1 はじめに

ロボットの作業において, 視覚情報をフィードバック
することによる効果は大きい. しかし, 高い実時間性が
求められる場面では, 要求を満たせないと言う問題を残
すことが多い. この主な原因は, 従来の視覚装置にある
と考えられる. 従来の視覚装置は, 画像からの情報を走
査して演算装置に伝送するための時間を回避できないと
言うボトルネックを持っている. 加えて, 並列処理に関
しても制約を持っていた.
高い実時間性を要求される視覚処理において, 視覚装

置が画像情報を全て出力するのは冗長であり, 必要とす
る特徴量のみを出力する機構を有するべきであると考え
られる. この点で,チップ内で処理ができるビジョンチッ
プは, 高い可能性を持っている [1].
我々は, ビジョンチップを用いた画像処理の有用性を

示すことを目的として研究を行っている. 本研究では,画
像上の分割領域に対するラベリングに着目する.
本稿では, 前処理として有用なラベリングがビジョン

チップを用いることでリアルタイムで処理できることを
示し, さらにその応用例として回転計測への適用につい
て述べる.

2 ビジョンチップを用いたラベリング

従来, ラベリングの手法は数多く提案されているが, 実
時間処理に向いたものは少ない. 並列処理化をすること
で, 高い実時間性を実現した例もあるが [2], 探索を 1行
(列)ずつ行うなどアルゴリズムの点に, 効率化の余地が
あると考えられる.
提案手法では, ビジョンチップの画素並列処理と画面

全体の総和演算機能を利用し, 2分探索によってラベリ
ングを行う.

2.1 2分探索によるラベリングアルゴリズム

Fig.1 にラベリングアルゴリズムの流れを示す. 具体
的なアルゴリズムを以下に示す.

Fig.1 ビジョンチップによるラベリングアルゴリズム

repeat P

2分探索による起点の取得
–画面を行に関して 2分割していき *, 領域の存在
する任意の 1行を探索する
–取得した行をさらに列に関して, 同様に 2分探索
することで任意の領域の 1点を取得する
－取得した点を領域の起点とよぶ

領域抽出
–元画像と起点との間で dilationと論理積を繰り返
し行うことで, 起点を含む領域を抽出する

元画像更新
–抽出した領域を削除したものを元画像として更新
する

end

Pは, 抽出する必要のある領域の個数である.
* 2分探索の部分において, 探索範囲に領域が存在するか
どうかに関しては, 探索範囲の画像と元画像との論理積
画像の面積が 0でなければ, 探索範囲に領域が存在する
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とする.

2.2 2分探索を用いることによる効果

起点探索を 1画素ずつもしくは 1行 (列)ずつに行う
のではなく, 2分探索を用いることで探索回数は大幅に
短縮することが出来る. 画素数がN × N の場合に, 計
算時間が, 前者はN2 もしくはN のオーダーで増加する
のに対し, 2分探索においては logN のオーダーで増加
することから, 画素数が多くなるに伴い, 差が顕著なもの
となって現れる.

3 回転計測への応用

ビジョンチップを用いた回転計測の手法の提案をす
る. 実時間で回転物体の回転軸, 速度を計測し, 高速に
回転する物体に対しても適用できることを目的とする.

3.1 計測手法

前提として, 対象とする物体は球であり, 表面には模様
を有する.
初期処理として 1フレーム目では, 入力画像に対して

ラベリングを行い, それ以降のフレームでは, それぞれの
領域を同時に追跡することによって, 複数の領域の重心
の軌跡を得る. 追跡には, self window法 [3]を適用する.
このラベリングアルゴリズムにより, 複数の対象を同時
に追跡するマルチターゲットトラッキングが容易に実現
することが出来る.
重心の軌跡より, 各領域の 3次元速度ベクトルを推定

する.
得られた複数の速度ベクトルからの回転軸を計算す

る. 回転軸 lは, 各領域の速度ベクトル v, 位置ベクトル
r, 画面上での球の半径 Rより, 式 (1)から, 最小 2乗法
を用いて求められる.

lxvx + lyvy − rxvx + ryvy√
R2 − r2

x − r2
y

= 0 (1)

回転速度に関しても, 同様に求められる.

3.2 ビジョンチップへの実装及び計測

PC

display

light
light

vision chip

lens

controller

instruction

output moments

output result

PIO

Fig.2 実験環境模式図

上記手法をビジョンチップへ実装し, 実験を行った.
環境模式図を Fig.2 に示す. 本実験では, 領域を 9つ抽
出し, 各領域について軌跡のための重心の点数を 5点と
した. これにより, 領域分割に要する時間は, 撮像時間を
含めて 5ms, フレームレートは 4ms, 回転軸を取得する
までに要する時間は 25msとなる. 但し, アルゴリズムや
ハードウエアに改善の余地を残しているため, この数字
は暫定的なものである.
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Fig.3 回転軸の計測結果

θは xy平面における軸の傾き, γ は xy平面と軸が成
す角である. Fig.3 に 200回計測した場合の θと γ の分
布を示す. 実線が θを, 破線が γ を示している. 回転速度
は 400deg/sである. それぞれの標準偏差は, 5.02, 10.5
である. これより, ばらつきがなく, 安定して結果が得ら
れていることが分かる.

4 おわりに

ラベリングアルゴリズムが, ビジョンチップの機能を
用いることで, 実時間処理に向いた形で実装できること
を示した. さらに, このアルゴリズムの応用例として, 回
転計測に適用できることを示した.
本稿で提案したラベリングアルゴリズムは, マルチ

ターゲットトラッキングの前処理として利用でき, その
有効性は高いと考える. 実装に関して改良を行い, 応用
範囲を広げていくことが今後の課題である.
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